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新任のご挨拶 

看護学科 准教授 溝口幸枝 

天理医療大学の皆様、初めまして、2017 年 10 月 1 日より、看護学科

に着任いたしました溝口幸枝と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

これまで、臨床では、小児科・精神科・脳外科・肢体不自由児看護な

どに関わってきました。また、大学教員としては、精神看護学や看護管

理学の領域を担当してまいりました。こちらの大学では小児看護学を担

当させていただくことになりました。臨床での経験やこれまでの教育の

場での経験を活かし、共に学んでいけたらと思っております。長い看護師としての経験を振り返ると学

生時代の勉強の大変さや実習での患者さんのことは今でもよく思い出され、当時は失敗してうまくいか

なかったり、悩んだり、辛かったりしたこともたくさんありましたが、そんなときに相談できる先生や

先輩や友人がいたこと、どれも大事な経験であり、これらの経験があってこそ成長できたと思っていま

す。 

学生の皆さん方の中には看護師になりたいと希望にもえて大学の門をくぐった人、あるいは親などの

他者に勧められ不安ながら進学してきた人など、その思いは様々だと思いますが、大学での 4 年間はそ

の過ごし方次第でとても貴重な経験と学びの多い時間になることと思っています。失敗を恐れずにチャ

レンジしてほしいと思います。困ったり悩んだりしたときには相談してください。そして、国家試験の

合格は、なりたい自分になるための切符を手に入れるスタートだと捉え、今後のキャリアをどのように

築いていくかをも考えてチャレンジしていってほしいと思います。友人とも助け合い共に成長していけ

るような大学生活になるように願いサポートしていけたらと思っています。 

また、ケアを必要とする人により良いケアを提供していくことが求められる看護者には、専門的な知

識や技術の習得のための教育や支援が必要とされることはもちろんですが、ケアを提供する人が倫理観

を持って適切で安全なケアを提供できるように、ケアする人もケアされることが必要と考えています。

そのような考えから、 “ケアする人をケアする”が大きな研究テーマです。ケアすることを学ぶ学生

やケアすることを仕事とする私たち看護職だけでなく、家族などにも焦点を当てて支援のあり方を考え

ていきたいと思っています。興味をお持ちの方は声をかけてください。よろしくお願いいたします。 
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新任のご挨拶 

看護学科 助手 井上莉沙 

私は、本大学の前身である天理看護学院を卒業後、天理よろづ相

談所病院の小児科の看護師として、5 年 3 か月務めました。その

後、天理医療大学に着任致しました。教員として、全く初めてで分

からないことも沢山ありますが、学生の皆さんと一緒に学んでいけ

たらいいなと思っています。どうぞよろしくお願いします。 

皆さんは、毎日勉強や実習にとても大変な毎日を送っていること

と思います。しかし、その後の看護師の仕事は、つらいこともあり

ますが、とても楽しくやりがいのある仕事です。患者さんが、自分

が関わった看護でより良くなる姿を間近で見られるのは、とても嬉しいですし、患者さんからの温かい

言葉やありがとうの言葉は本当に宝物になると思います。また、看護はチームです。看護師になってか

らチームを仲間として、大切にすることでよりよい看護にも繋がっていくと思います。学生の時に出来

た友達は生涯の友達にもなると思います。仲間を大切に、素敵な学生時代にして下さい。 

私は、現在皆さんが一生懸命頑張っている勉強や実習のサポートが少しでも出来るように精進してい

きたいと思っています。至らない点も沢山あると思いますが、他の先生方と学生のサポートを致しま

す。皆さんと一緒に考えながら成長出来たらいいなと思っていますので、どうぞよろしくお願い致しま

す。看護師の少し上の先輩として、看護の仕事について気になることや知りたいことがありましたら、

気軽に声をかけて下さい。 

【趣味・特技】ピアノ・映画鑑賞・暗算。 

 

臨床検査学科『卒業研究発表会』 
2017 年 7 月 13 日(木）～14 日（金）の 7 月 13、14 日の 2 日間に渡って、4 回生の卒業研究発表会

が開催されました。2 回生、1 回生、そして 3 回生と入れ代わり、立ち代わり本会に参加しただけでな

く、積極的に質問にも立ってくれました。3 カ月という限られた研究期間にもかかわらず、皆堂々とし

た発表と質問への受け答えに、学生たちの成長の跡をひしひしと感じることができました。 
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『立教 180年こどもおぢばがえり』学生ひのきしん 
2017 年 7 月 26 日（水）～8 月 4 日（金）の 10 日間開催される「立教 180 年こどもおぢばがえり」

がスタート。「笑顔ひろがれ！たすけあい」のメインテーマのもと、おぢばに帰参した子供たちが喜ん

でもらえるよう、学生たちも笑顔でひのきしんに携わりました。また最終日の「おやさとパレードフィ

ナーレ」には、ひのきしんに携わった学生および教職員が出演しました。 

〇看護学科 救護所ひのきしん 
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〇臨床検査学科 輸送部・天理プール・公衆衛生課・カレー食券販売ひのきしん  
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〇『おやさとパレードフィナーレ』出演 
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第 1回天理医療大学リトリート 
大学の教育能力を高めるための実践的方法、ファカルティ・ディベロプメント (FD)の一環である、

2017 年第 1 回天理医療大学リトリートが 8 月 21 日 22 日の 2 日間で開催されました。 

1 日目は、学長 吉田 修 先生より「日野原先生から学んだこと」をテーマに、日野原先生から伝授さ

れた教育と遺されたものを講演頂き、教育は様々な場面で、繋いでいくものだと考えることができまし

た。その後、共同研究成果発表 4 事例とポスタービューイング with Lunch が行われました。美味しい

lunch とディスカッションの時間を過ごし、ポスターセッション（看護学科、検査学科より 15 演題）

では研究成果や研究計画など、教員各々の研究活動が発表され、意見交換が活発に行われました。 

研究倫理講習会では、三井住友海上火災保険株式会社 営業推進部法人開発室次長 学校チーム 山下

様より、研究者としての倫理的配慮について、再認識する場を提供していただきました。 

2 日目の看護学科対象研究講演会では、立教大学 教授 木下康仁 先生より「質的研究における修正版

グラウンデッド・セオリー・アプローチ（M-GTA）の活用方法」の講演がありました。 

講演と多くの研究成果により、様々な観点からの示唆や刺激を与えて頂いた２日間でした。さらなる

教育の質向上の機会となるよう、基本的知識と問題意識を持ち、今後の教育・活動に日々研鑽していき

たいと考えます。 
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第 3回オープンキャンパス 
2017 年 8 月 26 日（土）に第 3 回オープンキャンパスを開催しました。 

この日の天候はからっとした、でも暑い日でしたが、入学希望者 79 名、保護者 43 名、合わせて 122
名を超える方の参加がありました。体験学習の時間を使って個別相談会なども行われました。盛りだく

さんの内容と沢山の参加者で、とても賑やかな中、オープンキャンパスは終了しました。概要は以下の

通りです。 

〇学生ボランティアによる学校案内 

受付を終了した参加者は順次、学生ボランティアによって学内を案内されました。教室や実習室を回

りながら、廊下に掲示された実習や講義、海外研修、ボランティア活動、学生サークルなどの写真をみ

ながら学生ボランティアの説明を聞きました。 

 

〇大学説明会 

学内を見て回った後、参加者は大教室 B に集まり、臨床検査学科長、看護学科および事務局の職員か

ら大学での教育、卒後の取得資格、入学試験、入学後の大学生活などについて説明を受け、本日のオー

プンキャンパス、体験学習を充分に楽しんでいただき、天理医療大学の良さを実感して下さいとの話が

ありました。 
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〇いろいろな学習を体験 

全体での説明会が終了後、看護学科、臨床検査学科、教育研究センターの分野ごとに体験学習、模擬

授業が実施されました。看護学科では、「手洗いの大切さを学びましょう」、「赤ちゃんに触れてみよ

う」、「妊婦さんの体験をしよう」、「昨日何をどれだけたべましたか」、「訪問看護の時間です」、

「マインドフルネスとリラクゼーションストレスを緩和して集中力を高めましょう」、「老年看護学の

学び紹介」などがあり、臨床検査学科では顕微鏡を使った、ミクロの世界「尿の中を覗いてみよう」の

体験学習が行われました。教育研究センターでは「医療実践基礎実習」の展示、また 3 階ブリッジでは

大学生活展示として海外研修の様子・看護学科宣誓式・サークル活動・ボランティア活動等の展示が行

われ楽しい体験が出来ました。 
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看護学科『宣誓式』 
平成 29 年 9 月 30 日（土）に天理医療大学講堂にて、看護学科宣誓式が厳かな雰囲気の中、挙行され

ました。5 期 2 回生 78 名が大学オリジナルの『宣誓のバッジ』を胸に、教祖から頂戴した『おあか

り』を、看護学科長がひとりひとりに授け、看護を志す決意を宣誓しました。初めて１人の患者さんを

担当する臨地実習を１週間経て、次週から本格的な実習に臨む学生たちが、本番直前まで練習をかさ

ね、全員で心をひとつにして唱和した「誓いの言葉」は、力強く、心に沁みるものでした。 

 

臨床検査学科『臨地実習誓約書署名式』 
平成 29 年 9 月 11 日（月曜日）に、臨床検査学科 3 回生の 20 週間にわたる臨地実習オリエンテーシ

ョン並びに臨地実習の誓約書署名式が執り行われました。署名式では吉田修学長からの訓示、ジュネー

ブ宣言拝読、個人情報守秘に関する誓約書に署名を行い、戸田好信学科長からは本学の教育理念である

「人に尽くすことを自らのよろこびとする」の文字を刻印したバッジが学生全員に配布され、自身の白

衣に取り付けられました。オリエンテーションでは科目責任者から実習に際してのマナーや勉学に取り
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組む姿勢等の説明、実習先である天理よろづ相談所病院臨床検査部の松尾収二部長、嶋田昌司技師長、

北川孝道副技師長をはじめ、各部署担当者からの注意や叱咤激励が施されました。 
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避難訓練 
2017 年 10 月 17 日（土曜日）に、大型で強い台風 20 号が近づいている中、予定していた避難訓練

（雨天時の対応）が行われました。全学年、全教職員を対象にしていましたので、訓練開始予定時間に

は、それぞれの学生の点呼を終え、全員が講堂に集合しました。実際の避難訓練こそは行いませんでし

たが、点呼後、「阪神・淡路大震災」を経験した安全管理委員会副委員長の堀江修先生から、その時の

状況や、今後への備えなどを講義してもらいました。続いて、天理教教会本部消防掛青木係長から、

「消防訓練（消化・通報・避難）」についての講義をいただきました。学生は一堂、真剣に講義を聞き

入っていました。 

 

 

第 4回オープンキャンパス 
2017 年 10 月 21 日（土曜日）に、本年度最後であるオープンキャンパスならびに入試説明会を開催

しました。当日は台風が接近し、暴風の中でありましたが、中高生及び不明の方が 39 名来訪されまし

た。 

今回は、在校生との交流をメインに、6 つのグループに分かれて話し合いが持たれました。大学生

活、授業の様子、教員との関係、受験準備、寮生活などについて活発な意見交換が行われました。 
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献血セミナー 
2017 年 10 月 24 日（火曜日）に、2 回生を対象に献血セミナーを開催しました。 

奈良県赤十字血液センターの高橋幸博所長をお招きし、血液センターの役割、血液製剤の必要性、奈

良県の献血状況などについてご講演をいただきました。奈良県を含め全国的に献血者数の減少が深刻な

問題になっているとのことです。引き続き、10 月 28 日（土）の「天医祭」に献血車を本学入り口に招

聘し、学生による献血が熱心に行われました。 
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天理教秋季大祭 
10 月 26 日（木曜日）、「立教 180 年秋季大祭」が真柱様を祭主に天理教教会本部神殿おいて執り行

われました。秋晴れのもと、国の内外から約 7 万 6 千人が帰り集い、本学におきましては天理管内の学

生一同とともに、ご本部中庭において多数の教職員が参列いたしました。 

関連ホームページ：http://www.tenrikyo.or.jp/yoboku/news/2017/10/26/25813/ 

 

 

天医祭 
10 月 28 日（土曜日）、10 時より天医祭を開催しました。 

当日は展示・ステージ・模擬店・献血などたくさんのイベントを執り行いました。雨天での開催でし

たが、531 名（学生込）の皆様にご参加いただき、大盛況のうちに幕を閉じました。また、献血には 56
名の皆様にご協力いただきました。 

 

http://www.tenrikyo.or.jp/yoboku/news/2017/10/26/25813/
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年歴（2017年 10月～2018年 3月） 
  

年月日 行事 
2017 年  

10.21 オープンキャンパス 
10.26 天理教秋季大祭 
10.28 大学祭（天医祭） 

  
12.11 看護学科 4 回生・後期定期試験（～12.12） 
12.18 臨床検査学科 4 回生後期定期試験（～12.20） 
12.23 冬季休業（～2018.1.3） 

  
2018 年  

1.5 天理教お節会（～1.7） 
1.23 1 回生・後期定期試験（～1.14） 
1.26 天理教春季大祭 
1.29 後期授業終了（2～3 回生） 

  
2.1 看護学科 2 回生～3 回生・後期定期試験（～2.9） 
〃 臨床検査学科 2 回生・後期定期試験（～2.9） 

2.13 臨床検査学科 3 回生・後期定期試験 
2.17 春期休業（～3.31） 
2.18 看護師国家試験 
2.21 臨床検査技師国家試験 
3.12 卒業式 
3.26 看護師国家試験合格発表 
3.27 臨床検査技師国家試験合格発表 

編集後記 
 天理医療大学学生と教職員の広報誌のタイトルが「NOW！」と名付けられ、この度第 2 号が発刊の

運びとなりました。7 月末からの「立教 180 年こどもおぢばがえり」学生ひのきしんから 10 月に開催

された「天医祭」まで、皆さんの笑顔を盛りだくさんにして編集をいたしました。教職員ならびに学生

の皆様、この思い出のアルバムを胸に、残り後期をよろこび勇んで日々お勤めください。（小松 方） 

広報 URL：http://www.tenriyorozu-u.ac.jp/ 

http://www.tenriyorozu-u.ac.jp/
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